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ご挨拶
なすの斎場グループは2002年に創業し、ずっと新しいお葬式を創造して参りました。その中でも、お葬式料
金の明瞭化の先駆けでもありました。現在、なすの斎場グループは大中規模の葬儀を「きずな」、家族葬を
「つむぎ」そして小さなお葬式や密葬を「しずか」という葬儀ブランドを展開しております。そのどれもが、なす
の斎場グループのお葬式理念『ぼくのおばあちゃんにしてあげたっかお葬式』という想いを込めております。
私たち自身が「自分の身内にしてあげたいお葬式」をお客様にご提供することをお約束いたします。

なすの斎場グループ 代表取締役関口将仁

ぼくのおばあちゃんに
してあげたかったお葬式

私が中学3年生のとき、大好きだった祖母が他界しました。雪の降る寒い冬の頃です。高校受験を控えた私は、自宅で受験
勉強をしていたところ、祖母の訃報を知ったのです。急いで病院へ駆けつけると、祖母はすでに事切れており、家族が悲し
む姿がそこにはありました。元気なうちに、さようならも言えず、旅立ってしまった祖母…。そして、私はお葬式の日に大きな
ユリの花とともに、「さようなら、可愛がってくれてありがとう。」と伝えたことを、今でも鮮明に覚えております。この言えなかった
「さようならとありがとう」は、現在なすの斎場グループでお葬式をさせて頂く故人様へ心の中でお伝えしております。なすの
斎場グループでは、祖母を見送った時と同じ気持ちでお葬式をさせて頂きます。



なすの斎場グループは

『もしも自分の家族なら…』という想いのもと、
お葬式をお手伝いします。

①施主様 のお 気持 ち でお 葬 式 を し ま す

②心からありがとうが伝えられるお葬式にします

③ 故 人 様 に よ り そ う メ モ リ ア ル コ ー ナ ー

なすの斎場グループではすべてのスタッフが「自分の大切な
人を送る」ように、お客様に寄り添います。これは代表取締役
関口が、中学生の時に祖母を送ったとき「もっとこうしてあげれ
ばよかった…」という想いがあるからです。ご遺族の皆様から、
「どのように送ってさしあげたいか」を拝聴させて頂くのが私た
ちの使命なのです。



お客様とのお約束

コールセンターの充実

事前のお見積は総額表示！

お葬式前に「費用予想書」を作成

24時間365日サポート

なすの斎場グループでは、すべてのお電話を自社内のコー
ルセンターで一括管理をしております。そのため、1度ご相談
頂いた内容や、お悩みそしてお見積りなどをすぐにご提示さ
せて頂けるシステムを完備しております。そのためお葬式の
際に「あれ、前に相談したんだけど…。」などご不便をおかけ
することがないのが特徴です。

お約束①

お約束②

なすの斎場グループでは、「事前のご相談」をおすすめして
おります。まだ気持ちに余裕があるからこそ、準備ができるも
のです。その際、私たちはお見積りを無料で作成しており、
必ず『総額』でのご提示をしております。「お葬式は何人くる
かわからない」と不透明な見積りはせずに、おもてなし費用も
含めた、ご予算に応じたお見積りを作成しております。

お約束③

私たちは実際のお葬式になったときに「費用予想書」を作成
してお渡ししております。これはお通夜の前に、どのくらいの
費用になるのかを予想しているのです。施主様に大切な方
を送るときに「結局いくらぐらいかかるんだろう・・・」という不安
を持って頂きたくない…。そんな想いで創業より18年間ずっ
と続けています。

お約束④

お葬式のマナーや、仏事に関するご質問も24時間365日お
電話でサポートいたします。もちろん、お葬式のご依頼も同
様に承っております。
夜間は専用コールセンターにてご不足のないようにご対応し
ております。

なすの斎場グループでは、「自分の大切な人を送る」ようにという想いのもとお客様に以下の4つの
ことをお約束させて頂きます。



お葬式の流れ
一般的なお葬式の流れについてご説明いたします。

1 ご逝去～まずはお電話ください
病院や施設でお亡くなった場合は、医師による死亡診
断の後に寝台車にてお迎えにあがります。その後ご希
望の場所に故人様をご安置。ご自宅でお亡くなりに
なった場合も医師の診断後スタッフがご自宅へお伺い
いたします。

2 枕経（臨終後）
自宅または会館へのご移動、ご安置後 葬儀確認事項
の説明をし、お寺様に連絡して頂きます。お寺様との
通夜、葬儀の日時打ち合わせを行い、ご親族、会社、
町内会、関係者に訃報を流します。

3 打合せ
お葬式の内容（コース・祭壇など）について、打合せを
させて頂きます 当社では、打合せは最初のカウンセリ
ングの場と考え、ご遺族の想いを十分に理解しながら
お葬式の打合せを進めてまいります

4 納棺・湯灌
故人様の御身体や霊を洗い清め、ご遺族様、ご親族
様による旅支度を行います

5 通夜
近年お通夜の弔問客が増える傾向にあ
り、葬儀、告別式よりも多くの人が訪れる
ようになっています

6 通夜振る舞い
通夜の後に(通夜振る舞い)として、お飲
み物や寿司、オードブルなどをご会葬
者様に振舞います(地域の風習によって
異なります)

7 葬儀・告別式
葬儀・告別式を執り行います

8 初七日法要
近年、多くの方は当日に、初七日を執り
行います

9 出棺
霊柩車で火葬場に向かいます 事前に打合せの上、
自宅や職場などをまわっていくことも可能です

10 火葬場～収骨
火葬は一時間前後かかります 火葬後、収骨となります

11 精進落とし～後祭壇安置
通夜から初七日まで、「ありがとうございました」という気
持ちを込めて、ご親族様にお食事を振舞います
その後 ご自宅に49日までの後祭壇にてご安置頂きま
す

12 葬儀後の説明
後日役所手続き、葬儀費用の詳細などの説明をさせて
頂きます



お葬式の種類
なすの斎場グループでは、お客様にあった形のお葬式をご提案いたします。

お葬式の形式を選ぶポイントは、どの程度の人数を呼ぶのかを目安にきめることです。それは「どの範囲までお知らせするの
か」を明確にすることが大切です。

仕事関係・家族の友人・知人

遠い親戚・友人・知人・ご近所

近い親族・親友

家族

本人

直葬

家族葬
（小）

家族葬
（大）

一般葬
（小）

一般葬
（大）

近い 故人との関係の近さ 遠い

飲食・返礼品の費用は参列者の人
数で変動します。

お知らせする方を事前にピックアップ
しておくことが大切です。年賀状など
で、だれを呼ぶかを検討することをお
すすめいたします。



お葬式3種類の違い
大きく分類すると現在お葬式には3つの種類がございます。

メリット デメリット

火葬式
必ず行う火葬を中心に考え、必要なものだけ
を付加していくお別れのカタチです。 通夜、
告別式は執り行いません。

・祭壇や会葬者に対する接待の費用が不要になります。
・葬儀を行いませんので、本当に親しい人たちだけで故人
様をお送りする事ができます。

・お通夜・告別式などの儀式を行わないので、充分なお別れを行う事
が事実上困難です。また、供養という点で後日不十分さを感じる方も
いらっしゃいます。
・訃報を知らされてなかった方などから、「なぜ知らせてくれなかっ
た」とクレームが入ることがあります。

家族葬
ご家族、ご親族を中心に故人様と親しかった
方だけでお見送りするお葬式です。偲ぶ時間
を大切にし、習慣やしきたりにとらわれず、
ゆっくりと最期の時間を過ごしながらお見送
りするカタチです。

・ご挨拶や接待等に振り回される事無く、最愛の方との最
期のお別れをゆっくりと過ごすことができます。
・形式にとらわれないご遺族の想いを優先したお見送りが
できます。
・家族葬は基本的に自分の家族と親族、気の知れた方々で
行ないますので気後れすることなく常にリラックスして過
ごすことができます。

・葬儀後に多くの弔問者が自宅に訪れる場合があります。
・知人からは「なぜ知らせてくれなかったのか」とクレームを言われ
る場合があります。
・家族葬の周知が行き届かず、葬儀当日お呼びしてない方のご会葬を
頂戴し、その対応に困る場合があります。
・ご会葬者が少ないことにより、香典収入が少なくなります。

一般葬
昔から受け継がれてきている一般的なお葬式
のカタチです。 ご家族・だけでなく知人・
友人やご近所の方、会社の方などをお呼びし
てお見送りをします。

・多くの方に故人を見送ってもらうことができます。
・葬儀後の弔問者の対応が少なく後日の負担が少ない場合
があります。

・葬儀当日は気を配ることが多いので、体力的にも負担が大きい場合
があります。
・費用面での負担が大きい場合があります。(ただし、ご香典である
程度まかなえます。)



お葬式の種類と実例
お葬式の費用例① つむぎ65 事前会員価格650,000円

一 般 価 格723,000円

会場

お客様からのご要望

親族の他、施設でお世話になった方も数名いらっ
しゃる予定です。なので、家族だけではなく一般
の方も来て頂くお葬式をお願いします。

担当ディレクターの提案

返礼品を十分に用意して、不足のないようにいた
します。それと、故人のお人柄がみえるようなメ
モリアルコーナーもご提案させて頂きます。

家族葬専用式場
つむぎ黒磯

会葬者

ご家族・ご遺族…20名
その他会葬者…３０名

【基本プランに含まないもの】
・お通夜ぶるまい（20人分）
・精進落とし（20人分）
・返礼品50個

【基本プランに含むもの】

224,000円

基本プラン

650,000円

基本プランに

含まれないもの

224,000円+
総額874,000円（税別）



お葬式の種類と実例
お葬式の費用例② 1日葬39.8 事前会員価格398,000円

一 般 価 格443,000円

会場

お客様からのご要望

親戚が遠方だったり、家族が高齢だったりと1日葬
をしたいと思う。ただ近所の方などごく親しい友
人の方も参列に来るかも。

担当ディレクターの提案

通夜をしない、「1日葬プラン」をご案内いたしま
す。その中でもシンプルに遺影と位牌周辺にお花
のアレンジをご用意したプランです。

家族葬専用式場
つむぎ黒磯

会葬者

ご家族・ご遺族…20名
その他会葬者…2０名

【基本プランに含まないもの】
・精進落とし（20人分）
・返礼品30個

【基本プランに含むもの】

130,000円

基本プラン

398,000円

基本プランに

含まれないもの

130,000円+
総額528,000円（税別）



お葬式の種類と実例
お葬式の費用例③ 火葬式24.8

事前会員価格248,000円
一 般 価 格443,000円

会場

お客様からのご要望

特に宗教にこだわりがなく、故人の希望で火葬の
みを行いたい。ただ、遺影の作成やお棺にいれる
お花は用意してほしい。

担当ディレクターの提案

14.8万円という火葬のみを行うシンプルプランでは
なく。、こちらのプランをご案内いたします。ご
希望のサービスを含め追加料金がありません。

家族葬専用式場
つむぎ黒磯

会葬者

ご家族・ご遺族…20名
その他会葬者…2０名

【基本プランに含まないもの】

【基本プランに含むもの】

0円

基本プラン

248,000円

基本プランに

含まれないもの

0円+
総額248,000円（税別）



私たちのお葬式
なすの斎場グループでは、『ぼくのおばあちゃんにしてあげたかったお葬式』をするという想いがあります。これは、スタッフ1
人1人が「自分の大切な人だったら…どうやって送ってあげたいか」とカタチにして、お葬式をするというものです。

「お葬式の費用は結局どのくらいかかる
の？」「お見送りの形はこれで良かったのだ
ろうか」という不安を抱えながらお葬式を行
うと、心から大切な方をお見送りすることが
できません。

１．不安のない安心のお葬式 ２．想いを拝聴いたします ３．してあげたかったことを。

お通夜の前に、「葬儀費用予想書」を
18年間ずっと施主様にお渡ししていま
す。そのため、なすの斎場グループで
のお葬式では費用の不安を抱えながら、
お葬式をすることがありません。

淡々と事務的に進むお葬式ではたして良
いのでしょうか。私たちなすの斎場グルー
プは「どんな方でも人生というストーリーがあ
る」という想いを持っています。

形式や、風習も大切ですがまずは私た
ちはご遺族の想いをお聞きしておりま
す。故人様との思い出や、晩年のご様
子など、一見お葬式に必要でないこと
もお話くださいませ。

もう故人様と話ことはできません。「晩年どん
かことを思っていたの？」「本当に幸せだっ
たの？」故人への想いが募るのは当然のこ
とです。

私たちは、亡くなってしまわれた故人
様が「何をしたかったか」「どのよう
に送られたいか」とご家族といっしょ
に考え、そしてカタチにすること。そ
れこそが私たちの使命なのです。



事前にお考え頂きたい5つの事
なすの斎場グループでは、『ぼくのおばあちゃんにしてあげたかったお葬式』をするという想いがあります。これは、スタッフ1
人1人が「自分の大切な人だったら…どうやって送ってあげたいか」とカタチにして、お葬式をするというものです。

１．お葬式のスタイル

□火葬式（火葬のみのシンプルなお見送り）

□家族葬【小】（ご親族中心に、ごく内輪のお見送り）

□家族葬【大】（ご親族や親しい友人とともにお見送り）

□一般葬（多くの方が集う、人と人とのご縁を大切にしたお見送り）

□社 葬（お仕事で貢献された方を、企業主体でお見送り）

２．宗教・宗派

□仏教 □神式 □キリスト教 □無宗教葬 □その他

今後のご供養とも深く関係するため、いざという時に備えて代々の宗教宗派、菩提寺の有

無などを調べておきましょう。宗教者様のご紹介も可能です。

３．ご会葬者の人数

ご親族（ ）名様+一般ご会葬者（ ）名様

=合計（ ）名様

およその人数はお葬式の場所や内容、お料理、返礼品の検討をする時の基本情報となり

ます。予想が難しい場合もありますので、あくまでも参考程度にお考え下さい。

４．式場

□会館 □ご自宅

ご会葬者の交通手段も大切な検討材料のひとつです。なすの斎場グループでは、ご希

望の宗教・ご会葬者の規模・交通の便などを考慮し、適切な式場をご提案します。

５．ご安置場所について

□会館安置室 □ご自宅 □その他

ご逝去後すぐに、病院（施設）からご安置場所への移動を求められることもございます。あ

らかじめお考えを決めておかれると安心です。



こだわりの独自サービス
なすの斎場グループでは、大切な人にしてあげたいサービスをご案内しています。

初めから終わりまでご安心ください

担当者がお葬式を徹底フォロー
打合せ、当日のフォロー担当者が当家様に専属で付き、徹底的に
フォローさせて頂きます。短い期間ではありますが、少しでも分から
ないことがあれば、どんなことでもお気軽にお申しつけください。

お葬式を迎え、お時間のないご家族様の代わりに

死亡届け手続き代行
死亡届けのお手続きの代行も承ります。ご遺族様のご負担を少しで
も軽く、安心して故人様を偲んで頂きたいと心から想っております。

いつ起こるかわからないから

365日24時間電話応対
突然の事態に備え、「なすの斎場グループ」は365日24時間年中無
休でご連絡を受付けております。もしもの時はまず、フリーダイヤル
までお電話ください。

自分らしい葬儀を

見積書の作成無料
突然の事態に備えて”自分らしい”お葬式のために、当社ではお見
積書を無料で作成させて頂きます。
最適なプランをご提案し、安心できるお葬式をご一緒に考えさせて
いただきます。

24時間いつでも

霊安室完備
24時間受け入れ体制で霊安室を完備しております。様々な事情でご自宅に安置できない方や一
時的にご安置を希望する方など、深夜でも安心して故人様をご安置して頂く事ができます。

突然でお困りの方に

寺院ご紹介
お寺様をご紹介させて頂きます。善提寺、いわゆるお付き合いのあるお寺がない、善提寺はある
が遠い田舎にあるのでなるべく近場のお寺とお付き合いがしたい。そんな場合でもご遠慮なくご
相談ください。

故人様との思い出を振り返る

無料メモリアルコーナー作成
お葬式の際、ご希望の方には故人様のメモリアルコーナーをお作りさせて頂います。思い出の
品々や写真、その他遺品なども多くの皆様にご覧になって頂くことで、故人様との思い出を胸に
お別れをして頂きます。

お葬式後の負担を軽減

アフターフォローの充実
『仏壇サロン千の祈り』では常時60台以上のお仏壇をはじめ仏具用品を多数取り揃えております。
お葬式だけではなく法事やお墓のことなどの心配も徹底的にフォローさせて頂きます。また、相
続の相談等も専門家の先生をご紹介させて頂きますのでご安心ください。



対面での事前相談
もしもの時が訪れる前に、実際に葬儀社の担当者と対面で相談を行い信頼できる葬儀社かどうかを見極めることが大切で
す。どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。

もしもの時はいつやってくるかわからないので、いざという時はドタバタしてしまい葬儀社
を冷静に選ぶことが中々できません。そのために私達は元気なうちからお葬儀の対面
相談を行うことをオススメしております。対面で相談することでその葬儀社が信頼できる
のかどうかを見極め、信頼できる葬儀社を一社に絞っておくことをオススメ致します。

80％以上の方に事前にご相談いただいております 「なすの斎場グループ」の事前相談へのこだわり

よくあるご質問 Best3

1位お葬式の費用

2位お葬式の場所

3位お葬式の流れ

「なすの斎場グループ」でお葬式をあげら
れる80％以上の方が事前に「ラビュー」の対
面事前相談をご利用されています。相談時
は、お葬式の費用や流れ、場所などどのよ
うなことでもご不明点をご質問して頂き、お
葬式に関する不安を解消してください。

ご指定の場所まで伺い
ます

葬儀費用・内容の疑問
に全て答えます。

安心とゆとりを提供し
ます。

ご指定の場所に伺っての
相談を承っております。ご
自宅、喫茶店、病院のロ
ビーや連携店などにもお
伺いしてますのでご希望
の日時・場所をお伝えくだ
さい。

目の前の1円単位まで詳
細な見積りをお作りすると
ともに、写真での商品解
説など、「見て」「わかる」
ご説明をいたします。

相談し不安を解消するこ
とで、その後の生活や看
病を安心し、心のゆとりを
もって行うことができるよう
努めさせて頂きます。



プレミアム会員のご案内

入会金5000円のみ。年会費、月々の積立金はなし！

なすの斎場
ファミリー倶楽部

特典① お葬式の費用が安く！

会員に入会することで、会員価格にてお葬

式のお手伝いをさせて頂きます。情報を事

前に共有することで、スムーズに準備ができ

ますので、もしもの際もご安心頂けます。

特典② 3親等まの方までご利用

一度会員になっていただくと、本人様以外だ

けでなくご本人から2親等にあたる方までご

利用が可能です。

特典③ より良く生きる応援！

もしもの時のサポートだけでなく、今をよりよく

生きる応援をすることがプレミアム会員様の

特徴なのです。

7000
世帯以上

プレミアム会員特典

葬儀・仏事３万円券進呈

お葬式後も
継続申請のみで

永続的に会員
特典が有効に

なります!

申込
方法

１．登録用紙を記入
最寄りの会館や、ご自宅にてお申込みが可
能です。まずはお電話くださいませ！

２．入会金のお支払い

入会金5,000円のみをお支払い下さい。

３．会員証の発行・保管
登録作業が完了後、すぐに会員証を発行さ
せて頂きます。



アフターフォローも充実
「なすの斎場グループ」では、お葬式が終わるまでのお手伝いだけでなく、お葬式後のアフターフォローも大切にしております。何度も経験することではないので、ご
不明な点も多く発生してくると考えられます。お葬式後の負担を軽減することで明日への第一歩がスムーズに踏み出せるようフォローさせて頂きます。

マナーアドバイス

相談し不安を解消することで、その後の生活

や看病を安心し、心のゆとりをもって行うことが

できるよう努めさせて頂きます。

葬儀後の役所手続き

葬祭費（埋葬費）の受給、世帯主・公共料金契

約者の変更、遺族年金・保険金の受給、健康

保険証・介護保険証の返還など、お一人お一

人にあわせた手続きのアドバイスを致します。

相続・保険の見直し

名義変更や相続が発生する場合、「なすの斎場グ

ループ」から信頼できる専門の司法書士や税理士

の先生をご紹介することも可能です。ご相談内容に

応じてご対応させて頂きます。

お仏壇

仏壇・仏具や墓地は、宗派や善提寺の有無、血縁

条件によっても変わります。また納骨堂、散骨、手

元供養が減っている方もいらっしゃいます。専門知

識を持つ相談員が、ご家族に合った弔い方をアド

バイスいたします。

お墓・供養

お墓や散骨、手元供養など現在では様々な供

養の形が存在します。お客様が理想とする供

養の形の現実のサポートを行わせて頂きます。

法要

49日法要、一周忌、三周忌など法要の準備

（料理屋の手配、お返し物の準備等）のお手

伝いもさせて頂いております。

遺品整理

お葬式後、故人様がご使用になられていた物

を整理することもお葬式後の一つの節目となり

ます。大切な物を供養して回収してくれる信頼

できる専門の業者をご紹介させて頂きます。

グリーフケア

お葬式後、明日への第一歩を踏み出すことができ

るお手伝いをさせて頂ければと考えております。

「なすの斎場グループ」とのコミュニティを通して、心

を癒して下さるようお手伝いさせて頂きます。

貴方にあったプロの専門家を
無料でご紹介致します。

お葬式後にお手伝いできることは、私達自身が直接フォローさせて頂き、お客様に
合わせて必要なアフターフォローを組立てさせて頂きます。もし、プロの専門家が必
要な場合であれば、信頼できる方をご紹介させて頂きますので、ご安心ください。



よくあるご質問
よくある質問をまとめさせて頂きました。その他にもご不明点がございましたらお気軽にお問合せください。

Q1亡くなったら、まずどうしたらいいですか？ Q2心づけはいるんですか？ Q3誰が喪主を務めるのですか？

まず、医師から「死亡宣告」を受けたら葬儀社に搬送依頼

の電話をします。病院でお世話になったからといって、病

院指定葬儀社をお願いしなくてもかまいません。その際

は「なすの斎場グループ」にお電話ください。すみやかに

スタッフがお伺い致します。「なすの斎場グループ」は365

日24時間対応しております。

「なすの斎場グループ」では、自社スタッフに心づけを頂

かないように指導しております。

当社関係者に対しての心づけは一切ご不要です。

通常は世帯主以外が死亡した場合は、世帯主が喪主を

努めます。世帯主が死亡した場合はその配偶者または子

ども、とするのが一般的です。一度ご家族内で相談される

ことをおすすめします。

Q4お布施の金額はどれぐらいですか？ Q5安置する場所はありますか？ Q6式場を選ぶことはできますか？

お布施の金額は、お寺や宗派によって異なりますし、お

寺との関係、故人様の功績によっても異なります。「なす

の斎場グループ」で紹介させて頂く場合は定額になりま

すので、ご安心ください。

当社会館には専用安置室を構えております。夜間や急な

病院からの搬送のご依頼に対しても、365日24時間ご対

応させて頂きます。もし、ご自宅に連れて帰ることができな

い場合もご安心ください。

当社会館、寺院、斎場、ご自宅など、お客様の希望される

式場を選んで頂くことが可能です。事前にご相談頂き一

緒にご希望の式場を探させて頂きますので、お気軽にご

連絡ください。



お問合せ頂きありがとうございました。
資料についてのご不明な点や、「もっと聞きたい！」ということがあればお気軽にフリーダイヤルまでおかけくださいませ。

【簡単30秒入力！】

なすの斎場ファミリー倶楽部プレミアム会員お
申込みこのバナーをクリック！

（HPの申し込みサイトにジャンプします）

●お急ぎの方、会館へお越しいただく時間が無い方も早めに登録をお願い
いたします。
●HPからのお申込みの場合、クレジットカードでの決済が可能です。
ご不明な点は ☎0120-33-8871 へおかけください

https://nasunosaijo.com/familyclub/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=WebPDFMail

